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だいにんぐ 味彩 いちき串木野市 曙町２４ 飲食店 JS-0002-8541

海鮮まぐろ家 いちき串木野市 上名３０１８－３　 飲食店 SL-2000-6644

勘場蒲鉾店 本店 いちき串木野市 旭町４０ ショッピング JS-0000-6624

勘場蒲鉾店 神村学園前店 いちき串木野市 下名４２９５ ショッピング JS-0000-6627

日高水産加工有限会社本店 いちき串木野市 西薩町１７－１４ ショッピング JS-0005-5871

勘場蒲鉾店シーフロントくしきの店 いちき串木野市 西薩町１７－２５ ショッピング JS-0000-6623

こうき動物病院 いちき串木野市 上名５５ サービス JS-0005-2495

いろは動物クリニック いちき串木野市 東島平町２２８ サービス JS-0005-8316

かつ膳 阿久根市 大丸町９０－３２　　 飲食店 PK-0000-3474

無邪気 阿久根店 阿久根市 鶴見町１４７－１ 飲食店 JS-0005-0437

磯の味黒之瀬戸 阿久根市 脇本１０３４１ 飲食店 SL-2000-5542

イサオクチーナ 姶良郡 湧水町川西８８－３ 飲食店 JS-0004-9355

新園自動車 姶良郡 湧水町北方２０２４ ショッピング JS-0000-7172

焼鳥＆旬彩厨房わび助 1 姶良市 加治木町本町２０６　　 飲食店 PK-0000-2231

焼鳥＆旬彩厨房わび助 2 姶良市 宮島町１０－１０　　 飲食店 PK-0000-1732

姶良酒場 桜寿 姶良市 宮島町２６－１２　大和ビル１０１ 飲食店 JS-0001-8049

トマト＆オニオン 鹿児島姶良店 姶良市 池島町４－６　　 飲食店 ZN-0001-4968

じゅうじゅうカルビ鹿児島姶良店 姶良市 池島町４－６　　 飲食店 ZN-2000-1017

ビーラインタイヤショップセレクト加治木店 姶良市 加治木町錦江町７ ショッピング JS-0002-1788

龍門司焼企業組合 姶良市 加治木町小山田５９４０ ショッピング JS-0002-1528

クロバー 姶良市 加治木町本町１１０　 ショッピング SL-2000-0920

国立南九州病院売店 姶良市 加治木町木田１８８２ ショッピング JS-0005-4150

タイヤガレージ ROAD 姶良市 加治木町木田２５２２－１ ショッピング JS-0001-5116

洗車工房 姶良店 姶良市 宮島町４２－６ ショッピング JS-0001-8433

HugHug イオンタウン姶良 姶良市 西餅田２６４－１　　 ショッピング ZN-2000-2695

精光堂イオンタウン姶良店 姶良市 西餅田２６４－１　イオンタウン姶良２Ｆ ショッピング SL-2000-4371

有限会社イケダコーポレーション 姶良市 西餅田３２４７－５ ショッピング JS-0001-6879

permanente 姶良市 東餅田３９９－１３ ショッピング JS-0004-1525

ガーデン・フィール 姶良市 東餅田５５８－１ ショッピング JS-0001-9816

別甲屋 本店 姶良市 平松２９８５－１ ショッピング JS-0000-1743

西洋古道具 トロイメロイ 姶良市 平松５２８８ ショッピング JS-0000-1911

D － style 姶良店 姶良市 脇元８１４－１ ショッピング JS-0002-2548

G － STYLE 姶良店 姶良市 脇元字橋ノ口８　ニシムタ姶良店内 ショッピング JS-0005-3604

ヘアカラー カフェ 姶良市 西餅田２７４９－４ サービス JS-0002-8095

Avenir 姶良市 西餅田５２６－１ サービス JS-0001-8844

美容室 ZERO 姶良市 平松３６９３－２８ サービス JS-0004-6996

ペットケアハウス リアン 姶良市 平松４９４０－１ サービス JS-0001-6991

株式会社オレンジ石油 姶良市 平松７２７６－４ サービス JS-0004-3366

有限会社堀ノ内商会 伊佐市 大口里５－１０ ショッピング JS-0005-4648

鳥しん 奄美市 名瀬伊津部町１２－６ 飲食店 JS-0001-9216
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焼肉・盛 奄美市 名瀬金久町１４－１ 飲食店 JS-0001-9236

居酒屋 若大将 奄美市 名瀬金久町４－１１ 飲食店 JS-0001-9237

寝太蔵 奄美市 名瀬金久町６－７　　 飲食店 ZN-0002-1293

焼肉 伊勢屋 奄美市 名瀬幸町７－１ 飲食店 JS-0001-9278

小町 奄美市 名瀬朝日町１０－４ 飲食店 JS-0002-3306

TEPPAN YAKI 瑠璃 奄美市 名瀬入舟町１１－１３　２Ｆ 飲食店 AL-0000-0110

焼肉五苑 奄美屋仁川店 奄美市 名瀬入舟町１８－１　ソシアルビル 飲食店 JS-0003-3176

アミューズメントバー エリア 13 奄美市 名瀬入舟町２－２　久保井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6453

肉匠 秀蔵 奄美市 名瀬鳩浜町２６３－２ 飲食店 JS-0003-5645

ドゥルガダイニング　奄美店 奄美市 名瀬末広町１－９　ソラ－レビル１０４　 飲食店 PK-0000-6368

すし 碧海 奄美市 名瀬柳町１１－１ 飲食店 AL-0000-0111

Brunoa 奄美市 名瀬有屋町２１－１２ 飲食店 JS-0001-4874

奄美パークおみやげショップ 奄美市 笠利町節田１８３４ ショッピング JS-0001-6002

原ハブ屋奄美 奄美市 笠利町平１２９５－１ ショッピング JS-0004-1026

Sunny Days 奄美市 笠利町和野４６６－１ ショッピング JS-0000-3285

奄美ヨコハマタイヤ（株） 奄美市 名瀬小浜町２４－１２ ショッピング JS-0004-8714

SHIMASHIMA 奄美市 名瀬長浜町１５－１０　　 ショッピング ZN-0002-4280

ビッグ・フィッシング 奄美市 名瀬長浜町２７－１ ショッピング JS-0001-4967

郷土料理 レストラン あさばな 奄美市 名瀬長浜町２７－１ ショッピング JS-0001-4973

丸井商店 奄美市 名瀬入舟町２－１５　　 ショッピング ZN-0002-2426

おみやげ さねんばな 奄美市 名瀬入舟町３－９ ショッピング JS-0001-5097

セプト 奄美市 名瀬末広町１１－２３ ショッピング SL-2000-9679

ニューマツモト 奄美市 名瀬末広町１２－２　 ショッピング SL-2000-0132

サッカーショップリベロ 奄美市 名瀬末広町１４－１　 ショッピング SL-2000-4803

カーネーション 奄美市 名瀬末広町１６－１６　佐藤ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4171

中央電化株式会社 奄美市 名瀬末広町１８－１２ ショッピング JS-0000-3993

生活彩館 奄美市 名瀬末広町２－２４　堀口園ビル１０２ ショッピング SL-2000-6121

有限会社 クレソン 奄美市 名瀬末広町２－２７　クレソンビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0996

ビス 奄美市 名瀬末広町２－２７　クレソンビル２Ｆ ショッピング JS-0001-8886

チューリップ ティダモール店 奄美市 名瀬末広町２－５　アーバンクラブビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0287

オレンジハウス 奄美市 名瀬末広町９－３ ショッピング JS-0001-1011

ヤマアおみやげセンターあさひ店 奄美市 名瀬有屋町５－８　　 ショッピング ZN-0002-2377

ニコニコレンタカー奄美空港店 奄美市 笠利町万屋２０７３ サービス JS-0001-8871

奄美ゆいレンタカー 奄美空港店 奄美市 笠利町和野４５１ サービス JS-0004-8349

奄美動物病院 奄美市 名瀬浦上町２－２７ サービス JS-0002-7285

有限会社小野自動車工業 奄美市 名瀬小宿１７２－１ サービス JS-0004-2484

ながはま調剤薬局 奄美市 名瀬長浜町１８－１９ サービス JS-0001-9536

美容室 CHEDU 奄美市 名瀬長浜町２２－２１　１・２Ｆ　 サービス ZN-2000-1780

hairmakeveRy 奄美市 名瀬末広町１２－２　松元ビル１０２　 サービス ZN-2000-3009

コシナカラー 奄美市 名瀬有屋町９－２３ サービス JS-0004-0039

奄美航空ツーリスト 奄美市 名瀬入舟町８－２１　有村ビル１Ｆ その他 SL-2000-0427

紬のとくやま 奄美市 名瀬末広町１－１４　 その他 SL-2000-7337

新村畜産 肝付本店 肝属郡 肝付町前田６２２－１　 飲食店 SL-2001-1002

サロンドボーテ K 肝属郡 南大隅町根占川北１３７１－１ ショッピング JS-0005-1248
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洗車工房株式会社鹿屋店 肝属郡 肝付町富山８００－２ サービス JS-0002-0691

串良 SS 肝属郡 東串良町池之原９０４－１　 その他 SL-2000-6610

イルマーレ 熊毛郡 屋久島町小瀬田８１５－９２　 飲食店 SL-2000-2590

屋久島ヴィータキッチン 熊毛郡 屋久島町麦生４１６－２９４　 飲食店 SL-2000-7796

コンビニロッジ　森のきらめき 熊毛郡 屋久島町安房１８７－５４　 ショッピング PK-0000-8974

ル・ガジュマル 熊毛郡 屋久島町小瀬田４１３－７４　 ショッピング SL-2000-3682

木のモノ雑貨店 熊毛郡 屋久島町楠川１６９３－２８１　 ショッピング SL-2000-4845

屋久島空港レンタカーナビ 熊毛郡 屋久島町小瀬田８１２－５８ サービス JS-0001-2309

ニコニコレンタカー 屋久島空港北店 熊毛郡 屋久島町小瀬田８４９－１８ サービス JS-0003-1939

種子島レンタカー 熊毛郡 中種子町増田２６９２－６４ サービス JS-0005-8586

有限会社牧瀬自動車 熊毛郡 中種子町野間４１９３ サービス JS-0004-3304

HONU 熊毛郡 屋久島町麦生９０１－１　 その他 SL-2000-3354

菓子工房 Konomoto 薩摩郡 さつま町宮之城屋地１０７５－１ ショッピング JS-0005-9073

Peony Flora 薩摩郡 さつま町宮之城屋地１０７９ ショッピング JS-0003-2863

洋 dining bar Garden 薩摩川内市 横馬場町１－５ 飲食店 JS-0001-5112

炭火焼肉半次どん 薩摩川内市 向田本町１１－１３　２Ｆ 飲食店 JS-0000-4314

海鮮居酒屋 まどか 薩摩川内市 向田本町１２－８ 飲食店 JS-0000-1270

居酒屋りまる 薩摩川内市 向田本町２－１４　　 飲食店 ZN-0002-1340

海鮮浜焼きながら～ NaGaRa ～ 薩摩川内市 向田本町４－２２　　 飲食店 ZN-0002-1328

季節料理味処まい千 薩摩川内市 神田町４－１８　　 飲食店 ZN-0002-1274

だいにんぐ味彩 薩摩川内市 神田町５－１４　さいしえんコーポ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0011

あかりや．com 川内店 薩摩川内市 西向田町１０－１３ 飲食店 JS-0000-5465

大衆酒家 喰王 薩摩川内市 西向田町１１－２　カリエンテビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1093

chillout 食堂 薩摩川内市 西向田町１１－２２　R １ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1337

J8 薩摩川内市 西向田町１５－５　リボンビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0223

手羽先ドラゴン 薩摩川内市 西向田町９－２１　西向田久保ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4544

かごしま黒豚 さつま花亭 薩摩川内市 中郷３－７６　 飲食店 SL-2000-6254

そば喜庵 薩摩川内市 鳥追町１－１　川内駅１Ｆ 飲食店 JS-0005-1154

やまびこ 薩摩川内市 東向田町１２－５ 飲食店 JS-0000-2914

有限会社カーショップ宮田 薩摩川内市 永利町４３７５ ショッピング JS-0002-2464

ピザテン・フォー鹿児島川内店 1 薩摩川内市 宮内町１８４９－４　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-5031

のせ菓楽 薩摩川内市 隈之城町１８９２－１　 ショッピング SL-2000-1635

ビーライン 薩摩川内市 隈之城町３１３－３ ショッピング JS-0002-5846

カクイックスウィング 川内営業所 薩摩川内市 隈之城町７４２－４ ショッピング JS-0005-0375

平島コンタクトレンズ 薩摩川内市 向田本町１７－１４ ショッピング JS-0003-1405

有限会社ソニーショップサウンド川内 薩摩川内市 向田本町７－２３ ショッピング JS-0000-4015

yuzi AUTO 薩摩川内市 山之口町４７３５－１ ショッピング JS-0004-6074

杉元酒店 薩摩川内市 水引町３３９２－５　　 ショッピング PK-0000-4687

クレア 薩摩川内市 西向田町９－２１　　 ショッピング ZN-2000-2398

ル・トレゾール・カシェ 薩摩川内市 大王町１０－４２ ショッピング JS-0000-9989

大小路酒販 薩摩川内市 大小路町１２－１４ ショッピング JS-0004-0522

合資会社 下麦建材店 薩摩川内市 大小路町６７－３ ショッピング JS-0005-5766

薩摩ほがや 川内駅店 薩摩川内市 鳥追町１－１　川内駅ビル ショッピング JS-0000-6667

遊働館 薩摩川内市 東大小路町４５ー９ ショッピング JS-0005-6014
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甲冑工房丸武 薩摩川内市 湯島町３５３５－７ ショッピング JS-0005-7319

カギの川内 薩摩川内市 平佐町２０７７－７　　 ショッピング PK-0000-5688

ランカラリアーノ 川内 薩摩川内市 矢倉町４２１３－１　プラッセ ショッピング JS-0000-6053

髪処 O － BLIQUE 薩摩川内市 横馬場町３－１４　１Ｆ サービス JS-0000-2634

しりょう矯正院 薩摩川内市 大小路町３３－９　窪薗ビル１Ｆ サービス SL-2000-6507

株式会社ナンバーエイト 薩摩川内市 田崎町４０８－２８ サービス SL-2001-0138

うたって BANBAN 薩摩川内市 向田本町２－１３　Ｅステートビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-4154

カラオケ 3 次会 薩摩川内市 東向田町１４－１３　２Ｆ エンターテインメント JS-0002-8924

カラオケクラブダム薩摩川内店 薩摩川内市 西向田町１１－２９ その他 JS-0005-9839

割烹 たけだ 志布志市 志布志町志布志２－２８－５ 飲食店 JS-0000-8606

白鶴 志布志店 志布志市 志布志町志布志３－２２－２８ 飲食店 JS-0005-4831

株式会社志布志タイヤセンター 志布志市 志布志町安楽６１３０－１ ショッピング JS-0004-1457

トレピウーノ キャンティ 志布志市 志布志町安楽５２－１ サービス JS-0004-5129

IMAGEdeBeauxcheveux 志布志市 志布志町志布志１－１－７ サービス JS-0000-9659

ヘアーサロンケンジ 志布志市 有明町蓬原６６４－５　　 サービス ZN-0003-1017

カーセンター大隅 志布志市 有明町野井倉８４３６－１　　 サービス PK-0000-8123

宝満自動車 志布志市 有明町野神３４０５－５ サービス JS-0005-8326

ドイリー 指宿市 十二町３００－１ 飲食店 JS-0002-2283

信州庵 指宿市 西方４３９３－１ 飲食店 JS-0000-7083

味彩 むさし 指宿市 大牟礼１－１９－６ 飲食店 JS-0002-7052

季彩 けんきち 指宿市 湯の浜１－７－１０ 飲食店 JS-0001-5877

青葉 指宿市 湊１－２－１１ 飲食店 JS-0001-1492

さつま味 指宿市 湊２－１－３１ 飲食店 JS-0000-0361

ハーティスポーツ 指宿市 十町３５０－１ ショッピング JS-0000-0351

絵付工房秋月窯 指宿市 十二町３２１－４ ショッピング JS-0004-2905

マダムハウス指宿店 指宿市 十二町４０８８　スーパーセンターニシムタ内 ショッピング JS-0000-1954

moment． 指宿市 西方１６０６－３　花岡ビル１Ｆ サービス SL-2000-9800

hairstudio SLope 指宿市 大牟礼２－３４－１３　　 サービス ZN-0003-1043

小料理 美庵樹 指宿市 湊２－７－３　 その他 SL-2000-0096

寅どら焼肉番長鹿屋本店 鹿屋市 笠之原町１－５８　　 飲食店 PK-0000-1640

旬彩厨房 花いた 鹿屋市 共栄町１７－３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0001

旬鮮 とろ 鹿屋市 向江町２０－６ 飲食店 JS-0001-2184

熟成肉の個室焼肉 せとぐち 鹿屋市 今坂町１００４５－１０ 飲食店 JS-0001-2212

カゴンマルシェ 鹿屋市 札元１－２７－９－１ 飲食店 JS-0003-6889

割烹すすきの 鹿屋市 寿２－１４－３０　山中アパ－ト１０３　 飲食店 PK-0000-1180

焼肉 源氏 鹿屋市 新栄町２－７ 飲食店 JS-0001-1453

寿し 和食 司 鹿屋市 西原２－３６－２７ 飲食店 JS-0002-8714

Da 楽 鹿屋市 西原４－１０－３　ベルタウン１Ｆ 飲食店 JS-0004-1755

居酒屋まー助 鹿屋市 朝日町３－１２　　 飲食店 ZN-0002-1291

じゃすと meat 鹿屋市 本町７－２６　ダイヤモンドビル１０５ 飲食店 JS-0002-5997

居酒屋 もあい 鹿屋市 本町９－６ 飲食店 JS-0002-5206

オートショップキンコウ 鹿屋市 旭原町２７９８－３ ショッピング JS-0000-5573

カクイックスウィング 鹿屋営業所 鹿屋市 王子町３９６１－４ ショッピング JS-0005-0425

サロンドボーテ K 鹿屋市 郷之原町１２４００－３ ショッピング JS-0005-8341
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フラワ－ギフト Greens － Pl 鹿屋市 札元１－１５－２０　総合システムビル１０２　 ショッピング PK-0000-3945

ヒューズ 鹿屋市 札元１－１８－３８　 ショッピング SL-2000-9137

古着 SAKAGUCHI 鹿屋市 寿３－８－３ ショッピング JS-0000-8191

K．Collage 鹿屋市 寿４－８－４６ ショッピング JS-0000-1356

ピザテン・フォー鹿児島鹿屋店 1 鹿屋市 寿５－２６－５　柏木ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-4409

中馬かまぼこ本舗 鹿屋市 寿７－２－３ ショッピング JS-0000-6530

HANAMARU 鹿屋市 上谷町１１５３１－１３ ショッピング JS-0001-7905

G － STYLE 鹿屋店 鹿屋市 大浦町１４００３－１　ニシムタ鹿屋店内 ショッピング JS-0005-3606

福留かまぼこ店 鹿屋市 朝日町１０－２６ ショッピング JS-0000-4900

鹿児島 FunRide 鹿屋店 鹿屋市 天神町３６２９－１ ショッピング SL-2001-1347

鹿児島 FunRide 鹿屋店 鹿屋市 天神町３６２９－１ ショッピング SL-2001-1832

紳士服のクオリティー 鹿屋市 田崎町１１６９－１ ショッピング JS-0000-6189

ビーライン鹿屋店 鹿屋市 田崎町４６６ ショッピング JS-0002-1756

王子産業株式会社 鹿屋市 白崎町１－２３ ショッピング JS-0004-3650

ランカラリアーノ 鹿屋店 鹿屋市 白崎町４－１ ショッピング JS-0000-5495

きもの屋祥美 鹿屋店 鹿屋市 白崎町４－１　プラッセだいわ２Ｆ ショッピング JS-0000-4555

かのやばら園売店 鹿屋市 浜田町１２５０ ショッピング JS-0004-4582

とおや 鹿屋市 本町８－１０　 ショッピング SL-2000-2307

AFFIY HAIR 鹿屋市 旭原町３５９２－５０ サービス JS-0002-8722

lassohair 鹿屋市 笠之原町３２－２　　 サービス ZN-0003-1033

FaithforHair 鹿屋市 笠之原町４１－１６　若松ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1045

福新車両 鹿屋市 吾平町麓３８７７－１　　 サービス PK-0000-7802

カリフォルニアの風 鹿屋市 札元１－２２－１８－１０５ サービス JS-0004-4618

sNap 鹿屋市 札元１－９－１５　ライズ２６９　１Ｆ　 サービス ZN-2000-4877

Lamp hair make 鹿屋市 新川町５３９　スカイテナント２０２ サービス JS-0001-1042

おおすみ薬局 鹿屋市 新川町９０８ サービス JS-0003-2186

ARTHAIR 鹿屋市 川西町３７０８－３　　 サービス ZN-0003-1034

テイワイ薬局 鹿屋市 川西町４４７４－２ サービス JS-0004-2178

ピースオート 鹿屋市 川西町４５１５－１１　　 サービス PK-0000-0308

平成エネルギー工業 株式会社 鹿屋市 串良町有里４１４０　 その他 SL-2000-1910

古今旬菜 秀 （shu） 鹿屋市 寿２－１６－１６　 その他 SL-2000-6356

個室焼鳥 とりふく 鹿児島市 卸本町７－３　　 飲食店 ZN-0002-1334

うなぎの松重 鹿児島市 下荒田１－５－１０　 飲食店 SL-2000-3737

はちまん 鹿児島市 下荒田２－７－１９　　 飲食店 PK-0000-6397

楽膳わきた 鹿児島市 下荒田３－３８－２０　東行ビル１０３　 飲食店 ZN-2000-2588

ル・ガヴローシュ 鹿児島市 下荒田３－４３－８ 飲食店 JS-0000-4692

レシフェ 鹿児島市 加治屋町１－３　３Ｆ 飲食店 JS-0003-8157

AJITO 鹿児島市 鴨池１－５３－１７　　 飲食店 PK-0000-4233

ステーキハウス 花の木 鹿児島市 鴨池新町１４－２８ 飲食店 JS-0000-7416

福とりセカンド BASE 鹿児島市 郡元１－２１－４　　 飲食店 PK-0000-6905

くずし割烹あらたや 鹿児島市 光山１－４－１ 飲食店 JS-0002-5697

本場インド料理 Laliguras 鹿児島市 荒田１－４１－２　岩元ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1711

花鳥風月 鹿児島市 荒田２－４２－１１　深江ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5206

TEPPEN 鹿児島市 荒田２－４２－１２ 飲食店 JS-0003-4813



6 2020/9/24

［鹿児島県］

加盟店名 所在地 ジャンル

Torikko 鹿児島市 荒田２－４３－６　富永ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6748

リミニ 鹿児島市 荒田２－４７－１２　Y ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1332

bajeena 鹿児島市 荒田２－５６－５　大丸コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6362

寅どら焼肉番長鹿児島本店 鹿児島市 荒田２－７５－８　　 飲食店 PK-0000-0499

とり一番 鹿児島市 荒田２－７６－１２　　 飲食店 ZN-0001-4869

黒かつ亭天文館店 鹿児島市 山下町２－２ 飲食店 JS-0000-8649

食の竜宮城 うらしま 鹿児島市 山田町１５８－１ 飲食店 JS-0002-5897

北海道おばんざいいそ田 鹿児島市 山之口町１０－１１　久保ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5173

すし屋の桐野 鹿児島市 山之口町１０－１８　　 飲食店 ZN-0001-4931

すし正参玄 鹿児島市 山之口町１０－２０　第１二官橋ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-4942

福林門 鹿児島市 山之口町１０－２１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0900

八ツ当り 鹿児島市 山之口町１０－２１　松田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1263

たんや又兵衛 鹿児島市 山之口町１１－１ 飲食店 SL-2000-2921

居酒屋 朝次郎 天文館店 鹿児島市 山之口町１１－１　有楽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1627

バーコットン 鹿児島市 山之口町１１－１３　原口ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1496

Bar 中村 鹿児島市 山之口町１１－１３　原口ビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-3880

レガーレ・シゲクラ 鹿児島市 山之口町１１－２１　ヨシナガビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3148

黒うさぎ 鹿児島市 山之口町１１－４　上野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5823

Jewel food park 鹿児島市 山之口町１１－７　ダイヤモンドビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0034

Sea Horse 鹿児島市 山之口町１１－７　ダイヤモンドビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8769

薩摩黒豚道場酔神 鹿児島市 山之口町１１－８　ヒロミヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5387

ミートマン 鹿児島市 山之口町１２－１０　メインパークセカンドタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6328

料亭双葉 鹿児島市 山之口町１２－２５　双葉ビル　　 飲食店 ZN-0001-4934

すし亭蘭 鹿児島市 山之口町１２－２５　双葉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1645

和 Dining 浜食 鹿児島市 山之口町１２－２５　双葉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6263

元祖もつ鍋　一成 鹿児島市 山之口町１２－３２　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6824

焼肉の多聞 鹿児島市 山之口町１２－３３　ビルドクリントン１０２　 飲食店 ZN-0001-4915

bond 鹿児島市 山之口町１２－３３　ビルドクリントン２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4080

錦秀 鹿児島市 山之口町３－１１　南洲ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0699

居酒屋喜多嶋 鹿児島市 山之口町３－１２　シティハウスビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4854

農乃家 鹿児島市 山之口町３－１２　シティハウスビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3005

LIVING 鹿児島市 山之口町３－１２　シティハウスビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-4094

地どりのうっちゃん 鹿児島市 山之口町４－２２　ファーストビル天文館１Ｆ 飲食店 JS-0000-6661

GOKUGOKU 鹿児島市 山之口町５－１４　立石ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9270

BistroessencedeTaniy 鹿児島市 山之口町６－６　崎向ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4759

味膳 まさむね 鹿児島市 山之口町６－８　畠田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6272

もつ鍋 かっぱ家 鹿児島市 山之口町７－１２ 飲食店 JS-0000-1068

鳥料理 一保 鹿児島市 山之口町７－１５　協和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7328

浜田食品 鹿児島市 山之口町７－１８　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6651

市場食堂 天文館店 鹿児島市 山之口町７－１９ 飲食店 JS-0001-7444

瑛炭 鹿児島市 山之口町７－２３　森元ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4873

串揚げ かつき 鹿児島市 山之口町７－５０ 飲食店 JS-0002-4669

炭火焼肉味来屋 鹿児島市 山之口町８－１３　協立ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4806

鹿児島居酒屋笑福 鹿児島市 山之口町８－１３　内田荘ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2208
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ひご家 鹿児島市 山之口町８－１６　MI ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4772

D － BULL × DC 鹿児島市 山之口町８－２４　スカイコーポナポリＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-1320

鳥焼処 ちゅう馬 鹿児島市 山之口町８－２４　マルハビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7429

たけみち 鹿児島市 山之口町８－３０　宮下ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9257

寿司 うお処 天 鹿児島市 山之口町８－３４　ウノキビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6659

食彩九十九 鹿児島市 山之口町８－４３　ホワイトパールビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3240

季節屋久 鹿児島市 山之口町８－４３　ホワイトパールビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5071

FarmStar 鹿児島市 山之口町８－４４　フタバ山之口ビル 飲食店 JS-0004-0058

甚八 鹿児島市 山之口町８－６　TS ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0450

腰掛け割烹 その 鹿児島市 山之口町８－６１　SAKURA ビルＡ館２Ｆ 飲食店 JS-0001-2530

居酒屋 がほうじん 鹿児島市 山之口町８－９　天文館三州ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5644

荒川酔響 鹿児島市 山之口町９－１２　バイオレットパレス若松ビル１０３ 飲食店 ZN-0002-1349

DiningMI － LI － TO 鹿児島市 山之口町９－１３－１　Ｎビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3301

焼酎酒々蔵 鹿児島市 山之口町９－１７　上原薬局ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4957

本家熊虎 鹿児島市 山之口町９－１８　小牧ビル２・３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4976

膳兵衛庵 鹿児島市 山之口町９－２　第３ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4775

ステーキハウスセゴビア 鹿児島市 山之口町９－２６　和光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4944

みかん 鹿児島市 山之口町９－２９　第二江戸吉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5864

伝一 鹿児島市 山之口町９－３　神川ビル１０２ 飲食店 JS-0003-9052

季節料理 兵六 鹿児島市 山之口町９－３０　高橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2420

黒いだるま 鹿児島市 山之口町９－３１　大丸ビル１０１　 飲食店 ZN-0002-1286

丹後屋 鹿児島市 山之口町９－３１　大丸ビル１０２ 飲食店 JS-0002-2194

旬彩 佳鈴 鹿児島市 山之口町９－３８　宇都ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7396

隠れ家 進之介 鹿児島市 山之口町９－３９　ニチビル１０７ 飲食店 JS-0002-6457

CAFE STAR LIGHT 鹿児島市 山之口町９－３９　ニチビル５０１ 飲食店 SL-2000-6525

小料理かん介 鹿児島市 松原町１－２７　パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1453

ビストロ ハミルトン 鹿児島市 照国町１５－１　セントラルパークビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-5001

マルコポーロ 鹿児島市 上之園町１－１ 飲食店 JS-0000-5246

鎮座のまんま 鹿児島市 上之園町２４－２８　下之段ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1356

PERICO cafe 鹿児島市 上之園町３－１　NAGAYA TOWER １Ｆ 飲食店 JS-0003-6412

IL FELICE 鹿児島市 上福元町６３８０－９ 飲食店 JS-0001-2718

喜丁 鹿児島市 新屋敷町３１－１４　　 飲食店 ZN-0002-1292

焼き肉えん 鹿児島市 新屋敷町３－３３　 飲食店 SL-2000-5102

寿司孝 鹿児島市 真砂本町５７－８　　 飲食店 PK-0000-1218

とと家一條店 鹿児島市 西田１－１－４　　 飲食店 ZN-0002-1277

美味 笑酒 花りん 鹿児島市 西田１－１４－４　三善ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2711

くずし割烹 chikasa 鹿児島市 西田１－２－２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0981

魚福 鹿児島市 西田２－１１－２ 飲食店 JS-0000-2078

門限やぶり 鹿児島中央駅前店 鹿児島市 西田２－１１－６　　 飲食店 ZN-0002-2058

焼酎道楽 おいどん 鹿児島市 西田２－２０－１８ 飲食店 JS-0000-1676

焼きとりの藏 鹿児島市 西田２－２８－１３　ノーサイドヒルズ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5022

居酒屋 希 鹿児島市 千日町１１－１３　銀座ビル１０２ 飲食店 JS-0005-7973

御田ダイニング 京乃家 鹿児島市 千日町１３－１７　サイハラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4964

九州素材和風個室居酒屋八州鹿児島天文館店 鹿児島市 千日町１３－２　吾愛人プラタビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1959
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北海道と薩摩の原始焼みなとや 鹿児島市 千日町１３－２３　アパホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2077

梵道留 鹿児島市 千日町１３－３　ロダンビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-7209

熊虎分家〇虎一家 鹿児島市 千日町１４－１７　堀江ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0764

OSAKANA ワッショイ 鹿児島市 千日町２－１　大保ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8767

鮨の岩崎 鹿児島市 千日町２－１４　宮内ビル２天文館グルメスターズ３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4945

食酒楽 哲太 鹿児島市 千日町２－３　COCO ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5104

達磨 鹿児島市 千日町２－６　第３照国ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2711

マルコポーロ 鹿児島市 千日町２－８　大窪ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0851

健やかな和食 ういち 鹿児島市 千日町３－１６　第一宮内ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1677

握 次郎長 鹿児島市 千日町３－１８　川野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9906

魚処磯辺 鹿児島市 千日町３－１８　摩耶川野ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4773

BAR 四季 彼方 鹿児島市 千日町３－１９　永野ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4063

BAR ちょこ 鹿児島市 千日町３－３７　千日街ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2307

千日スタミナホルモン 鹿児島市 千日町３－５　　 飲食店 ZN-0002-1269

神村商店 鹿児島市 千日町６－１ 飲食店 JS-0002-3304

合同会社ごはんのじかん 鹿児島市 千日町６－１　フラワービル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5440

ポコアポコ 鹿児島市 千日町６－３　鶴田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0850

寿司処さこま 鹿児島市 千日町７－１　　 飲食店 ZN-0001-4941

燦 鹿児島市 千日町７－１　第３宮内ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2584

リトルチェンマイ 鹿児島市 千日町７－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6680

ベースリラ 鹿児島市 千日町７－１７　美坂文化ビル４０３　 飲食店 ZN-2000-2015

Bar うさぎうさぎ 鹿児島市 千日町８－１２　１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1405

おん 鹿児島市 千日町８－１２　第２三木ビル　　 飲食店 ZN-0001-4917

塩鍋と雑炊の店 お通 鹿児島市 千日町８－１２　第２三木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6904

根ずみ屋 鹿児島市 千日町９－１　紫明ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0332

ジラソーレリン 鹿児島市 千日町９－１５　道祖田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1302

et NOU 鹿児島市 千日町９－１９ 飲食店 JS-0002-5251

フーズバー JANK 鹿児島市 千日町９－３　Ｋビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-4796

二鶴寿司 鹿児島市 千日町９－４ 飲食店 JS-0004-7555

ORION 鹿児島市 千日町９－７　廻ビル４Ａ　　 飲食店 ZN-2000-1618

カルル 鹿児島市 千日町９－７　千日テナント２Ｆ 飲食店 JS-0003-1837

藤家 鹿児島市 千日町９－８　香楽園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9719

やきにく高倉 鹿児島市 千日町９－９　朝隈ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9501

どさんこおにぎり 鹿児島市 船津町１－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1330

鉄板焼居酒屋ワイズ 天文館店 鹿児島市 船津町１－１　牛力ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0528

ふらんす懐石正福楼 鹿児島市 大明丘３－３５－２０　　 飲食店 ZN-2000-3968

エビスクジラ 鹿児島市 谷山中央１－４０８８－１　　 飲食店 ZN-2000-5653

鳥門米門うまいもん。谷山店 鹿児島市 谷山中央１－４９７１　　 飲食店 ZN-2000-3505

ごて家谷山店 鹿児島市 谷山中央２－４１１９　原田ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-2550

味の家 達心 鹿児島市 谷山中央２－４３７２－１６ 飲食店 JS-0000-2418

フーズアンドリキュールナイツバー 鹿児島市 谷山中央２－７０２－２９ 飲食店 JS-0003-9226

谷山横丁 鹿児島市 谷山中央４－４８３６－１　旭アミューズメント七番館１Ｆ 飲食店 JS-0003-7042

Dining Bar TORIYA 鹿児島市 谷山中央４－４８３６－１　旭アミューズメント七番館３Ｆ 飲食店 JS-0003-0222

仁田尾の知覧茶園 中央駅店 鹿児島市 中央町１－１ 飲食店 JS-0001-1303
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イタリア料理専門店葡萄乃樹 鹿児島市 中央町１－１　フレスタ鹿児島２Ｆ 飲食店 JS-0000-6242

MINORITY 鹿児島市 中央町１２－１　ゆうきビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2944

L’ORODINAPOLI 鹿児島市 中央町１６－３　ベッカライダンケン中央店２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1296

旬感酒場 HAZERU 鹿児島市 中央町２０－１１　 オーレドソラ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6851

鳥門米門うまいもん 鹿児島市 中央町２１－１０　　 飲食店 ZN-2000-6828

小松味 鹿児島市 中央町２－２１　　 飲食店 ZN-0002-1276

炉ばた割烹一心 鹿児島市 中央町２２－１６　アエールプラザ　 飲食店 ZN-2000-6823

魚庄 鹿児島市 中央町２４－１８ 飲食店 JS-0000-1127

とと家 鹿児島市 中央町２－５　　 飲食店 ZN-0002-1278

味処 正ちゃん 鹿児島市 中央町２８－１７　西駅ハイツ１０２ 飲食店 JS-0003-8947

ステーションラウンジ鹿児島中央 鹿児島市 中央町３－１　第一 NT ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0896

ハナキ 鹿児島市 中央町３１－１　　 飲食店 ZN-0001-5102

鳥門米門うまいもん。 ちょうちん横丁店 鹿児島市 中央町３２－３６　なかすビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1685

ガブリピゼッタ 鹿児島市 中央町３４－５　平成中央ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-6822

味の横綱　中山店 鹿児島市 中山１－１１－１２　　 飲食店 PK-0000-6727

焼肉 太郎 鹿児島市 田上２－３３－１３　上薗ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3932

芋蔵 勇 鹿児島市 唐湊３－４－３ 飲食店 JS-0000-1728

寿司まどか東開店 鹿児島市 東開町４－９７　 飲食店 SL-2001-1461

CONA 鹿児島天文館店 鹿児島市 東千石町１０－１４　青柳ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5058

P・J 鹿児島市 東千石町１０－５　２Ｆ 飲食店 JS-0000-7174

GABURIYA ／さつま武蔵 鹿児島市 東千石町１－２４　セイワ文化ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5172

かこみ庵 鹿児島天文館本店 鹿児島市 東千石町１－２４　セイワ文化ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2094

RIGOKAGOSHIMA 鹿児島市 東千石町１３－３　８Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5078

DOLPHIN INDUSTRY 鹿児島市 東千石町１４－１５　浜田ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-2440

寿司甘 鹿児島市 東千石町１４－７　　 飲食店 ZN-0001-4932

ラ　ピッコラ　ポエズィーア 鹿児島市 東千石町１９－６　諏訪ビル２Ｆ 飲食店 AL-0000-0169

洋食 ごわんふる 鹿児島市 東千石町２－１８　鹿児島旭ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8159

いずみ 鹿児島市 東千石町３－４１　６Ｆ 飲食店 JS-0004-1689

鐵平 鹿児島市 東千石町３－４１　キャパルボ１１１ 飲食店 JS-0005-0556

和牛もつ串ダイニング MerVia 鹿児島市 東千石町３－４１　キャパルボ１１３　 飲食店 ZN-0001-4848

杏仁香 鹿児島市 東千石町３－４１　キャパルボビル６Ｆ 飲食店 JS-0005-1610

鳥門米門九州うまいもん。 鹿児島市 東千石町４－２４　　 飲食店 ZN-2000-5636

大五郎 鹿児島市 東千石町４－３３　フィオーレ東千石１Ｆ 飲食店 JS-0002-6771

西洋居酒屋 Toki 鹿児島市 東千石町５－１２　キュ－ブビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0905

ピッコロモンド 鹿児島市 東千石町５－２５－１０２ 飲食店 SL-2000-5399

牛ちゃん 鹿児島市 東千石町６－１１　大和矢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4790

万十屋 鹿児島市 東千石町６－６ 飲食店 JS-0004-3852

楽家一心 鹿児島市 東千石町６－７　中村ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2823

Orto × Kitchen 鹿児島市 東千石町７－１０　第一米沢ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9558

さつま酒飯店 和総 鹿児島市 東千石町７－１７　ニイムラビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3867

薪窯とワイン Sante 鹿児島市 東千石町７－２０　クロップビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1300

スリランカかごしま　パリンダヤー 鹿児島市 東千石町８－２３　天神プラザビル２Ｆ 飲食店 PK-0000-6619

九州地鶏居酒屋あや鶏天文館店 鹿児島市 東千石町９－２　セントラルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1963

鹿児島の台所くろ屋 鹿児島市 東千石町９－２　セントラルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2010
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やきとり大吉谷山電停前店 鹿児島市 東谷山２－７－３　松崎ビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6678

食処膳 鹿児島市 樋之口町１０－１７　角玉別館１Ｆ 飲食店 JS-0001-0970

楽膳蘭丸 鹿児島市 樋之口町１０－３１　２Ｆ 飲食店 JS-0003-9074

焼鳥行雲 鹿児島市 樋之口町１０－４５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1279

鳥専 一保 鹿児島市 樋之口町２－２ 飲食店 JS-0001-5528

食膳喝彩 ZAZA 鹿児島市 樋之口町２－５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5428

BAR ＆ GRILL 山地 鹿児島市 樋之口町５－６ 飲食店 JS-0000-0447

Food ＆ Bar Palace 鹿児島市 樋之口町８－２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2365

日本料理 一心行 鹿児島市 樋之口町８－２　３Ｆ 飲食店 JS-0000-2364

のだ屋 鹿児島市 武１－１７－２０　 飲食店 SL-2000-7383

すし源 中洲店 鹿児島市 武１－４０－１６　佐藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8328

サロンドテアンボワーズ 鹿児島市 武１－４－２ 飲食店 JS-0005-9944

TRATTORIA Ciliegio 鹿児島市 武１－９－１７　BLDM ２　１０１ 飲食店 JS-0004-2294

巴里市場 鹿児島市 武岡１－１１６－１６　　 飲食店 ZN-0001-4933

名山堀 わさん 鹿児島市 名山町４－２７ 飲食店 JS-0005-7522

旬彩くらかけ 鹿児島市 薬師１－１８－１８　関ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3770

寿司まどか フレスポ店 鹿児島市 与次郎１－１１－１　 飲食店 SL-2001-1464

ふぁみり庵はいから亭 与次郎本店 鹿児島市 与次郎１－９－７ 飲食店 SL-2001-1462

ふぁみり庵 別亭 鹿児島市 与次郎１－９－７ 飲食店 SL-2001-1463

タイヤセブン 鹿児島北インター店 鹿児島市 伊敷５－３－１ ショッピング JS-0003-3680

アドベンチャークラブ伊敷店 鹿児島市 伊敷台２－２７－１　ニシムタ伊敷ニュータウン店内 ショッピング JS-0005-3627

インテリアサロンふたつき 鹿児島市 伊敷台３－１１－８　 ショッピング SL-2000-1505

Kachina 鹿児島市 易居町４－１６　　友寄ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9509

ナカミツゴルフ 鹿児島市 易居町６－４０　　 ショッピング ZN-0002-2674

ユーロガレージ・ナガタ 鹿児島市 宇宿１－２５－７　　 ショッピング ZN-0002-3362

深水刃物有限会社 鹿児島市 宇宿２－１４－３ ショッピング JS-0004-3989

くらしの遊 en 地コーア館 鹿児島市 宇宿２－２－１８　スクエアモール鹿児島宇宿２Ｆ ショッピング JS-0005-6464

スター調剤薬局うすき店 鹿児島市 宇宿４－３０－１１ ショッピング JS-0004-8197

永吉薬品 鹿児島市 永吉２－１－１ ショッピング JS-0005-4534

DONNER 鹿児島市 永吉２－２９－１０　　 ショッピング ZN-2000-4841

本場大島紬織物協同組合 鹿児島市 卸本町４－７ ショッピング JS-0005-3434

マダムハウス谷山店 鹿児島市 卸本町５－３５　ニシムタ N'sCITY 谷山店２Ｆ ショッピング JS-0000-3016

G － STYLE 谷山店 鹿児島市 卸本町５－３５　ニシムタ N'sCITY 谷山店２Ｆ ショッピング JS-0005-3590

手芸のまきの谷山店 鹿児島市 卸本町６－４　 ショッピング SL-2001-1372

スタンス 卸本町店 鹿児島市 卸本町８－１１ ショッピング JS-0001-7086

ナンキュウ 鹿児島営業所 鹿児島市 卸本町８－１７ ショッピング JS-0002-8453

（有）美粧品の池田 鹿児島市 下荒田３－１２－４　 ショッピング SL-2000-1695

スター調剤薬局西谷山店 鹿児島市 下福元町６１５－３０ ショッピング JS-0004-8195

テレザ 鹿児島市 加治屋町１－３　１Ｆ ショッピング JS-0003-8212

ワインショップレシフェ＆テレザ 鹿児島市 加治屋町１－３　Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0005-0575

カクイックスウィング 介護用品館かじや町 鹿児島市 加治屋町３－１　カクイックスビル ショッピング JS-0005-0373

鹿児島 FunRide 鹿児島市 加治屋町３－１３　 ショッピング SL-2001-1833

でんきのユー・ネット 鹿児島市 鴨池１－８－２５ ショッピング JS-0005-8659

オートモービルマツオカ 鹿児島市 喜入瀬々串町１６１４ ショッピング JS-0000-7197
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ユーロセレクト 鹿児島市 吉野町１３０９－６ ショッピング JS-0003-2292

ビーライン 吉野店 鹿児島市 吉野町２３９０－１ ショッピング JS-0003-2016

［HC］なかでん 鹿児島市 吉野町３２６４－１１ ショッピング JS-0001-9102

そうごう自動車 鹿児島市 宮之浦町２０９－５ ショッピング JS-0003-6522

スタンス 鹿児島新港店 鹿児島市 錦江町５－３１ ショッピング JS-0001-9411

マダムハウス 納屋店 鹿児島市 金生町２－１　タニショウ納屋アネックスビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0178

デシグアル鹿児島店 鹿児島市 金生町２－１８　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4706

トライブオート株式会社 鹿児島市 郡山町１５３－１ ショッピング JS-0000-7411

お茶の特香園 鹿児島市 呉服町４－２１ ショッピング SL-2000-1284

呉服町薬局 鹿児島市 呉服町５－７　長谷川ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1298

てらわき薬局 鹿児島市 甲突町１７－２　　 ショッピング PK-0000-8588

スター調剤薬局皇徳寺店 鹿児島市 皇徳寺台３－２４－７ ショッピング JS-0004-8196

FANCY shop GT 鹿児島市 荒田１－１７－１７　マツモトビル２Ｆ ショッピング JS-0001-9346

INO FLOWERS 鹿児島市 荒田１－４０－１１　トーカンマンション第３荒田八幡１Ｆ ショッピング JS-0005-6623

ラ・フルール 鹿児島市 荒田１－４０－７　トーカンマンション荒田八幡１０１ ショッピング JS-0003-4850

Les Filles 鹿児島市 荒田１－４１－７　プロミネンスＸステージ１０１ ショッピング JS-0000-5946

シフォン　シフォン 鹿児島市 荒田１－４７－１０　　 ショッピング PK-0000-8229

［HC］有限会社池田電器 鹿児島市 桜ヶ丘３－１－２ ショッピング JS-0001-8316

ハンコ卸売センター 鹿児島中央店 鹿児島市 山下町８－９　戸越ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0632

Natio ビーズ＆クラフト工房 鹿児島市 山田町５５－５ ショッピング JS-0000-2399

山之口花右衛門 鹿児島市 山之口町１１－７　ダイヤモンドビル１Ｆ ショッピング JS-0001-8004

かごしま市場 くろぶた館 鹿児島市 山之口町１２－６　福徳ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1516

壱之 鹿児島市 山之口町９－２６　第一山之口ビルＢ１Ｆ ショッピング PK-0000-8557

キーベース鹿児島 鹿児島市 紫原４－７－１１　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-4288

薩摩焼 窯元 紫陶 鹿児島市 紫原６－２８－２２ ショッピング JS-0001-1609

学生服・衣料品ひがし 鹿児島市 自由ヶ丘２－２３－３　MAM ビルＢ棟１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3369

フローリスト飾り屋 鹿児島市 住吉町１－８ ショッピング JS-0002-6058

オリオン鹿児島店 鹿児島市 住吉町２－８浜田ビル１０２ ショッピング JS-0003-1265

MATHERuBA gift 鹿児島市 春山町１６３６－９ ショッピング JS-0000-9084

スター調剤薬局小松原店 鹿児島市 小松原２－１－３ ショッピング JS-0004-8257

つかさ菓子舗 鹿児島市 小野３－１４－２８　　 ショッピング PK-0000-4685

AKLOZ 鹿児島市 松原町６－２－１０５ ショッピング JS-0002-2446

ローマーズアンドシーカーズ 鹿児島市 照国町１２－６　親和電機ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9272

ANNIEHOLL 鹿児島市 照国町１４－１２　アルファランドビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4725

鹿児島セレクトショップ 鹿児島市 照国町１５－１９　ホテル中原別荘１Ｆ ショッピング JS-0001-5247

le lien 鹿児島市 照国町１６－９　ゼロハウスビル２Ｆ ショッピング JS-0001-2768

ヘルシー薬局上荒田店 鹿児島市 上荒田町２３－８　コンフォート上荒田１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6985

Sicqs 鹿児島市 上荒田町２９－１２ ショッピング JS-0002-7417

花コミュ ナズナ 鹿児島市 上之園町１４－３－１０２　 ショッピング SL-2000-1704

インパルス 鹿児島市 上之園町２４－１６　中島ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2474

mado 鹿児島市 上之園町２６－３１　　 ショッピング ZN-0002-4722

鹿児島県官報販売所 鹿児島市 上之園町３３－１４ ショッピング JS-0005-7603

肉の名門島田屋 鹿児島市 上本町１５－９　サンビュー大和１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6906

アニー 鹿児島市 城山町１９－２　せごどん２・３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6225
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saku 鹿児島市 城山町４－１１　１Ｆ ショッピング JS-0000-7680

鹿児島医療センター病院売店 鹿児島市 城山町８－１ ショッピング JS-0005-4113

IN・LIFE SHOP 鹿児島市 城西１－２４－５　 ショッピング SL-2000-6199

RATTLERInc． 鹿児島市 城南町４－１１　ヴィラージュ２２５　１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6344

ディープロデュース 鹿児島市 城南町６－１４ ショッピング SL-2000-2159

ビーライン新栄店 鹿児島市 新栄町１６－１９ ショッピング JS-0002-2097

ハンコ卸売センター 真砂店 鹿児島市 真砂町８４－１８　森ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0374

有限会社高原部品商会 鹿児島市 真砂本町２９－８ ショッピング JS-0002-6151

スター調剤薬局 星ヶ峯店 鹿児島市 星ヶ峯１－２９－５ ショッピング JS-0004-8385

株式会社デポックス商事 鹿児島市 西伊敷６－４１－４ ショッピング JS-0004-3856

高田自動車 鹿児島市 西伊敷７－３６－４ ショッピング JS-0000-7830

BRIGHT 鹿児島市 西千石町１０－３５　有川ビル１０１ ショッピング JS-0002-7819

共立修理工房　たわわタウン谷山店 鹿児島市 西谷山１－５　　 ショッピング PK-0000-8293

西駅調剤薬局 鹿児島市 西田１－４－７　　 ショッピング PK-0000-4421

パティスリーくろだ 鹿児島市 西田２－２０－１６　　 ショッピング PK-0000-5799

白男川薬局 中央駅店 鹿児島市 西田２－２８－１０　１Ｆ ショッピング JS-0004-8359

くすりのおおくぼ 鹿児島市 西陵６－２１－１５　　 ショッピング PK-0000-8385

KY オート 鹿児島市 石谷町１４１５－５ ショッピング JS-0001-5505

お酒のライズ 天文館店 鹿児島市 千日町２－８ ショッピング JS-0004-5654

天文館むじゃき 鹿児島市 千日町５－８　１Ｆ ショッピング JS-0005-1936

株式会社ガラス工房 舞硝 鹿児島市 川上町１９６５ ショッピング JS-0001-8755

葉っぱや 鹿児島市 船津町１－１１　１Ｆ ショッピング JS-0002-5458

DOG LIFE 鹿児島市 船津町４－２３　１Ｆ ショッピング JS-0000-1696

WAREHOUSE STYLE RAIRAI 鹿児島市 草牟田２－１６－４　宮原ビル６Ｆ ショッピング SL-2000-9712

マダムハウス 1F 鹿児島市 大黒町１－１　ハルタ内１Ｆ ショッピング JS-0000-2969

ベネシュ鹿児島 鹿児島市 大黒町４－１３　大黒ビル１０２　 ショッピング ZN-2000-0769

菓匠 香月 鹿児島市 中央町１－１　フレスタ鹿児島 ショッピング JS-0000-6648

芋工房夢福屋 鹿児島市 中央町１－１　鹿児島中央駅構内 ショッピング JS-0000-7847

ローズアンドヴィオレット 鹿児島市 中央町１３－２　中村ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2453

ミナミシンフラワーズ 鹿児島市 中山町２１１３－５　　 ショッピング PK-0000-8567

ココティエ 鹿児島市 中町４－１７　　 ショッピング ZN-0002-4709

雑貨の店ハッピーフォーチュン 鹿児島市 中町４－２　児玉第１ビル４０１ ショッピング JS-0000-1230

ROD 鹿児島市 中町４－７　スペースラボ１Ｆ－Ｂ　 ショッピング ZN-0003-1605

マルソーサックス 鹿児島市 中町５－１２　 ショッピング SL-2000-4312

Regalo embellir 鹿児島市 中町５－２６　カリーノ天文館Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0003-0492

エムズグレイシー 鹿児島店 鹿児島市 中町６－１４　（株）さつま屋本館１Ｆ ショッピング JS-0001-3123

ReStyleUS 鹿児島市 中町７－１４　吉川ビル１０１　　 ショッピング ZN-2000-7014

com store 鹿児島市 東開町２－５　３Ｆ ショッピング JS-0004-7324

株式会社プレナム機工 鹿児島市 東開町８－２ ショッピング JS-0003-9222

株式会社 NID 鹿児島市 東千石町１０－２　４Ｆ ショッピング JS-0005-8824

パリザサード 鹿児島市 東千石町１１－８　２Ｆ ショッピング JS-0004-5319

Dr．Stretch 鹿児島市 東千石町１３－３　VISION BLD. ４Ｆ ショッピング JS-0004-8169

カメラのナニワ 鹿児島天文館店 鹿児島市 東千石町１４－５　池畑天文堂ビル２Ｆ ショッピング AX-0000-0261

タマチャンショップ 鹿児島天文館店 鹿児島市 東千石町１４－６ ショッピング JS-0003-7040
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手芸のまきの天文館店 鹿児島市 東千石町１５－１０　 ショッピング SL-2001-1374

loop 鹿児島市 東千石町１５－１３　曽山歯科ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5936

Caroline　Reper 鹿児島市 東千石町１５－６　アペリエビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8643

ユキトリイ カゴシマ 鹿児島市 東千石町１５－７ ショッピング JS-0005-3725

サイキ BMS 鹿児島市 東千石町１６－１ ショッピング JS-0004-1348

ジュエリーエーアール 鹿児島市 東千石町１６－１４　フローレンス絵菜１０２　 ショッピング ZN-2000-4434

インハウス久永 with LIVINGHOUSE 鹿児島市 東千石町１６－１７ ショッピング SL-2000-1706

レペット鹿児島店 鹿児島市 東千石町１７－１３　アネックス８８　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4707

RADIO 鹿児島市 東千石町１７－１７　フラミンゴアパート３Ｆ ショッピング JS-0000-8368

Lumiere 鹿児島市 東千石町１７－３ ショッピング JS-0001-6311

COCUU 鹿児島市 東千石町１７－６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4724

BENSIMON AUTOUR DU M 鹿児島市 東千石町１８－４　Quick ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4743

モッキンバード 鹿児島市 東千石町１８－７　井上ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2109

メイフェア 鹿児島市 東千石町１８－８　BIGI ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-9729

白男川薬局 照国表参道店 鹿児島市 東千石町２０－１０ ショッピング JS-0004-8253

Share 鹿児島市 東千石町４－２８　YK ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-4032

ANGEL　WALKING 鹿児島市 東千石町６－１７　T.P. ビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-8274

アットアゴー 鹿児島市 東千石町７－１０　第一米澤ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5374

TUNNEL 鹿児島市 東千石町８－１６　スバルホワイトビル２Ｆ ショッピング JS-0002-2276

F．U． 鹿児島市 東千石町８－１６　スバルホワイトビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-2315

レスキュー 24 鹿児島 鹿児島市 南郡元町１４－５　 ショッピング SL-2000-5746

錫彦浅田錫器 鹿児島市 樋之口町６－１９　　 ショッピング PK-0000-1267

D ー style 天文館店 鹿児島市 樋之口町８－２２　TAKI ビル１０ ショッピング JS-0005-3546

仁太屋銀工房 鹿児島市 武２－１６－３ ショッピング JS-0000-6987

福山酢醸造 鹿児島営業所 鹿児島市 武２－２１－１ ショッピング JS-0005-7920

jewelry Studio FLOW 鹿児島市 平之町１３－３１ ショッピング JS-0003-0258

ElderHerb ＆ Antique 鹿児島市 本名町３５５４－１ ショッピング JS-0005-2453

スターズ城西店 鹿児島市 薬師２－１４－２１　新川ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1039

相良酒造 鹿児島市 柳町５－６　　 ショッピング PK-0000-4601

G － STYLE 与次郎店 鹿児島市 与次郎１－１０－１　ニシムタ与次郎新館２Ｆ ショッピング JS-0005-3613

サングリーンスポーツ 鹿児島市 与次郎１－１０－２８　 ショッピング SL-2000-1873

鹿児島厚生連病院売店 鹿児島市 与次郎１－１３－１ ショッピング JS-0005-4543

手芸のまきの与次郎店 鹿児島市 与次郎１－７－２０　アクロスプラザ与次郎　 ショッピング SL-2001-1373

みしん工房 鹿児島店 鹿児島市 和田１－２６－１６　ドミール T １０１ ショッピング JS-0000-2038

ティーエム 鹿児島市 和田３－２８－８ ショッピング JS-0003-5744

有〕米沢自動車 鹿児島市 伊敷６－１２－１５ サービス JS-0006-0098

EL　GARAGE 鹿児島市 宇宿２－２８－１９　　 サービス PK-0000-8158

Hair Salon Rhean 鹿児島市 宇宿３－２７－１７ サービス JS-0001-9736

ゆうゆう薬局 脇田店 鹿児島市 宇宿３－２９－５ サービス JS-0001-0568

ゆうゆう薬局宇宿店 鹿児島市 宇宿３－４１－２４ サービス JS-0002-2546

ヘアーアンドメイク リン 鹿児島市 宇宿６－１８－６ サービス JS-0000-8138

詩音 原良店 鹿児島市 永吉２－３－１４ サービス JS-0004-8917

古市ハウスクリーニング 鹿児島市 永吉２－３６－１５　フェスティオ永吉４０３　 サービス PK-0000-3224

Chou chou 鹿児島市 下荒田１－１０－１５　プリンシプル１０２ サービス JS-0003-1435
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Az － HAIR 鹿児島市 下荒田３－３８－２１ サービス JS-0005-2458

ビューティサロンかれん 鹿児島市 下荒田３－６－５　第３上船ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-3432

プライベートサロン ギフロアール 鹿児島市 下荒田４－１４－１３　１Ｆ サービス JS-0001-6226

ゆうゆう薬局上町店 鹿児島市 下竜尾町１－１０ サービス JS-0002-3656

MARK 鹿児島市 加治屋町１－３　柿本寺中央ビル１Ｆ サービス JS-0004-3544

mizai 鹿児島市 鴨池１－１１－１０　第２濱田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7501

アイペット 鹿児島市 鴨池１－５３－２ サービス JS-0005-4353

美容室 ヘアーメイクフィズ 鹿児島市 鴨池２－１０－２１　伊集院ビル１Ｆ サービス JS-0000-2578

なぎさ薬局 鹿児島市 鴨池新町１１－２６ サービス JS-0000-6071

整骨院 無双 鹿児島市 吉野町３０９５－４３５ サービス JS-0002-9923

bellezza 鹿児島市 吉野町３５９９－７３ サービス JS-0000-4133

hair　design　filo 鹿児島市 吉野町４１５３－４　　 サービス PK-0000-7882

copain． 鹿児島市 吉野町９１０１－７－１０２ サービス ZN-2000-3136

ゆうゆう薬局 玉里団地店 鹿児島市 玉里団地２－４－９ サービス JS-0002-2986

ル・オーナ ペットクリニック 鹿児島市 玉里団地３－１９－６ サービス JS-0000-2561

scythe hair make 鹿児島市 呉服町５－５　ケイエスビル３０２ サービス JS-0000-8192

adito 鹿児島市 荒田１－１－２４　グリーンライフ荒田１Ｆ サービス JS-0001-6379

ロペ 鹿児島市 荒田１－５０－１７ サービス JS-0001-3618

collage hair Rikono 鹿児島市 荒田２－４５－２１－１０２ サービス JS-0001-5053

hairdesignriburo 鹿児島市 荒田２－７０－１３　ガーデニア荒田１Ｆ　 サービス ZN-0003-1046

THEERA 鹿児島市 山下町　１－６　LIM bldg ０１Ａ サービス SL-2000-7055

さめしま写真館 鹿児島市 山下町１６－１６　　 サービス ZN-0002-6555

トータルビューティーデザインオフコース 鹿児島市 山下町９－１－４０１　チャイムズビル　 サービス ZN-2000-2061

LOAVEHAIR 鹿児島市 山田町３０５－５３ サービス JS-0001-6509

ドゥ・ラポール薬局 鹿児島市 山之口町１－７　南海貿易センタービル１Ｆ サービス JS-0000-4761

アジェン 天文館店 鹿児島市 山之口町７－３３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ サービス JS-0001-5309

hair make Lue 鹿児島市 住吉町２－８　浜田ビル１０３ サービス JS-0001-2311

ヘアー ニオール 鹿児島市 春山町１９１４－３ サービス JS-0001-2791

有限会社錦江カークリニック 鹿児島市 小原町１８－２０ サービス JS-0004-5772

Maya メディカル整体院 鹿児島市 松原町１３－１５　グリーンシャトーウッド１Ｆ サービス JS-0004-2368

とまと薬局 市立病院前店 鹿児島市 上荒田町２５－１９ サービス JS-0001-1136

amoretto 鹿児島市 上之園町１０－８　　 サービス ZN-0003-1036

ゆうゆう薬局 甲南店 鹿児島市 上之園町２０－２７ サービス JS-0002-2985

（株）谷口工研 鹿児島市 新栄町２６－２２ サービス JS-0005-7922

整骨院 庵 新栄院 鹿児島市 新栄町９－１　サンキュー新栄店２Ｆ サービス JS-0003-9024

池田動物病院 鹿児島市 新照院町２８－７ サービス JS-0004-2321

Ondiina 鹿児島市 西千石町１２－８　天神堂ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1018

ASIA 鹿児島市 西谷山２－６－３７ サービス ZN-0002-9857

アライズ 鹿児島市 西田２－２１－１５　３Ｆ　　 サービス ZN-0002-7494

Jewel ＆ Barbie 中央駅店 鹿児島市 西田２－２８－６－３０５　　 サービス ZN-2000-1195

HAIR ＆ BEAUTYhaunch 鹿児島市 西田３－１－６　　 サービス ZN-0002-7502

ネイルサロン爪吉 鹿児島市 泉町１２－２０ サービス JS-0002-7552

waitrose 鹿児島市 船津町５－８　１Ｆ サービス JS-0004-3715

KS カーテック 鹿児島市 草牟田２－１３－９ サービス JS-0003-4191
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Hair Design Root 鹿児島市 谷山中央６－４１－１１　メゾンブランシェ１０１ サービス JS-0000-8240

Hair make Bacood 鹿児島市 中央町２５－１１　竹迫ビル２Ｆ サービス JS-0000-5180

ゆうゆう薬局 中山店 鹿児島市 中山２－３－１３ サービス JS-0002-2987

heureuse 鹿児島市 中山町１８４１－５　　 サービス ZN-0003-1040

HEARTS 鹿児島市 中町１－２　ニュー中町ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9832

Jewel ＆ Barbie 天文館店 鹿児島市 中町４－７　スペースラボ４Ｂ　　 サービス ZN-2000-1207

ゆうゆう薬局 みなみ店 鹿児島市 長田町１８－２３ サービス JS-0003-8222

Vivace 鹿児島市 田上台３－３０－１　日高コーポ１Ｆ サービス JS-0001-9243

ラビット鹿児島南店 鹿児島市 東開町３－１６７ サービス JS-0004-6822

新園自動車オートピア 21 店 鹿児島市 東開町５－１７　　 サービス PK-0000-2044

コンビ デザイン オフィス 鹿児島市 東千石町１０－１　オリンピックビルＢ１Ｆ サービス JS-0000-0372

バランススリー 鹿児島市 東千石町１５－６　アペリエビル２Ｆ サービス JS-0000-5388

バランススリー 鹿児島市 東千石町１５－６　アペリエビル２Ｆ サービス JS-0005-8149

HAIR MAKE CHiC 鹿児島市 東千石町１７－１　西橋ビル２Ｆ サービス JS-0005-6283

サロン ド ボニータ 鹿児島市 東千石町１７－１３　アネックス８８　４０２ サービス JS-0001-0951

トリプル エイチ 鹿児島市 東千石町１７－６　めんめん亭ビル２Ｆ サービス JS-0000-3605

美容室 HANABI 鹿児島市 東千石町１８－１１　田中ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-1023

RECARO 鹿児島店 鹿児島市 東千石町１８－４　ピースビル４Ｆ サービス JS-0005-6367

malo 鹿児島市 東千石町１９－６－１ サービス JS-0004-6995

beautybeast 鹿児島 鹿児島市 東千石町２－１７－２　シェモア東千石２Ｆ　 サービス ZN-0003-1048

HAIR SALON PSYCHE 鹿児島市 東千石町５－１７　ステラビル２Ｆ サービス JS-0001-1929

Lulu 鹿児島市 東千石町６－１　ニシヤマビル３Ｆ サービス JS-0000-1556

ベルナ 鹿児島市 東千石町６－１７　T.P. ビル３Ｆ　 サービス SL-2000-1026

ticafu 鹿児島市 東千石町６－７　中村ビル１０１ サービス SL-2000-3232

LUMIERU 鹿児島市 東千石町８－２２　T・flat ３Ｆ　 サービス ZN-0002-4996

マーケット ヘア 鹿児島市 東谷山１－６４－２０ サービス JS-0000-7934

かみむら動物病院 鹿児島市 東谷山１－７５－１２ サービス JS-0000-0239

alethair 鹿児島市 武１－１７－２４　吉嶺ビル２０３　 サービス ZN-0003-1044

hairatrieTOMBOY 鹿児島市 武２－８－２　富山ビル１０１　 サービス ZN-2000-0840

じてんしゃのトミハラ 鹿児島市 平之町８－１　　 サービス ZN-0002-6464

株式会社白晴舎 鹿児島市 平之町９－７ サービス JS-0004-4714

aLs 鹿児島 HairSalon 鹿児島市 名山町１－３　クリスタルビル２Ｆ サービス JS-0003-4633

カラオケドリーム 鹿児島市 西田１－６－２６ エンターテインメント JS-0004-1168

les Me 鹿児島市 玉里町３６－３８　風の色２０６ その他 SL-2000-2678

笑漢堂薬局 鹿児島市 郡元３－４－３１　 その他 SL-2000-3637

おがた写真館 鹿児島市 紫原３－３５－５ その他 SL-2000-0165

マイまくら 鹿児島店 鹿児島市 住吉町９－１ その他 SL-2000-2278

DOG salon ange 鹿児島市 上荒田町１７－３７－１０１ その他 JS-0001-2448

みずほ通り・さくら薬局 鹿児島市 上荒田町２５－１２　 その他 SL-2000-4707

テンズジュエリーバルーン 鹿児島市 上荒田町３－５　森元マンション１０１ その他 SL-2000-2929

鹿児島中央補聴器 鹿児島市 西田１－１５－６　GINYA・BLD その他 SL-2000-9553

西田調剤薬局 鹿児島市 西田１－１７－２　 その他 SL-2000-5084

アクア田上本店 鹿児島市 田上７－９－３０ その他 JS-0000-3517

恒松養魚場 鹿児島市 与次郎１－５－１ その他 JS-0005-6063



16 2020/9/24

［鹿児島県］

加盟店名 所在地 ジャンル

さつま薬局鹿児島本店 鹿児島市 和田１－８－１　サンシティ２１　１Ｆ その他 SL-2000-0245

居酒屋侍 出水市 向江町７－８ 飲食店 JS-0001-3609

アンテェナアト 出水市 文化町３５１ 飲食店 JS-0002-4153

居酒屋笑がお 出水市 本町１１－２７ 飲食店 JS-0004-7040

重寿司 出水市 本町１２－６ 飲食店 JS-0004-5756

無邪気 出水店 出水市 本町１４－５ 飲食店 JS-0005-0447

あかりや．com 出水店 出水市 本町６－１３ 飲食店 JS-0000-5466

ダイニングおきしん 出水市 本町６－８ 飲食店 JS-0005-0472

居酒屋すずめ 出水市 本町８－１６ 飲食店 JS-0004-6249

GOODLIFE 出水店 出水市 黄金町３１３－１ ショッピング JS-0002-2018

1 りんの花 出水市 黄金町５１４ ショッピング JS-0003-5805

ピザテン・フォー　鹿児島出水店　2 出水市 昭和町１０－１９　　 ショッピング PK-0000-8680

一期崎畳店 出水支店 出水市 米ノ津町４４－１３ ショッピング JS-0002-1287

金子酒店 出水市 本町１２－３７ ショッピング JS-0004-6150

ドウワキ自動車販売有限会社 出水市 下知識町１７１２ サービス JS-0004-5576

田口商会 出水市 昭和町１３－６　　 サービス PK-0000-7898

有限会社ボートの新福商会 垂水市 市木１２－３０ ショッピング JS-0001-8064

魚匠一条 西之表市 東町２３ 飲食店 SL-2000-0228

リカーショップおかどめ 西之表市 西之表７３８６－１ ショッピング JS-0005-7555

美容室 リリプット 西之表市 西之表１４４４５ サービス JS-0000-7930

白鶴 大崎店 曽於郡 大崎町假宿１１３９－２ 飲食店 JS-0005-4814

焼肉しろやま 曽於郡 大崎町假宿１１３９－２ 飲食店 JS-0005-4841

すし漁村 曽於市 末吉町岩﨑９８５ー２　 飲食店 SL-2000-6748

森田タイヤ商会 曽於市 末吉町南之郷１０４－３ ショッピング JS-0000-6735

ヘアーステージ アドア 曽於市 末吉町二之方　６０１５－１ サービス SL-2000-8422

喰い処十兵衛 大島郡 喜界町湾４４５－７ 飲食店 JS-0004-8006

キッチンマッチボックス 大島郡 瀬戸内町古仁屋春日６－１０　フラワーショップたしろ内 飲食店 SL-2000-2387

空港レストラン ブルーマリン 大島郡 天城町浅間１－１ 飲食店 JS-0004-1464

スカイカフェ 大島郡 天城町浅間１－１ 飲食店 JS-0004-1476

和み家 大島郡 徳之島町亀津７２９１　 飲食店 SL-2000-5902

重田石油店 大島郡 伊仙町面縄２２２２－３ ショッピング JS-0002-4596

奄美大島開運酒造 大島郡 宇検村湯湾２９２４－２ ショッピング JS-0003-3780

メガネの生視堂 大島郡 喜界町赤連２７５９　 ショッピング SL-2000-9918

サラダ館 喜界店 大島郡 喜界町湾２２ ショッピング JS-0002-6855

くすりの橋本 大島郡 喜界町湾４２－１ ショッピング JS-0004-8083

ツル電機 大島郡 喜界町湾６０－５ ショッピング JS-0005-4924

奄美物産 大島郡 瀬戸内町古仁屋大湊７－７ ショッピング JS-0005-5692

有限会社喜島電気設備 大島郡 瀬戸内町古仁屋大湊９－１０ ショッピング JS-0004-1005

シードリーム沖永良部 大島郡 知名町下城１１３２－１　 ショッピング SL-2000-6107

Kanon Basket 大島郡 知名町知名１８６８－３ ショッピング JS-0001-7585

エトセトラあきた 大島郡 和泊町和泊１２１２　 ショッピング SL-2000-9329

園田モータース 大島郡 喜界町赤連２４００ サービス JS-0004-8345

喜界レンタカーサービス 大島郡 喜界町中里９１－１ サービス JS-0004-8353

有限会社中田自動車 大島郡 知名町屋者１０６－３ サービス JS-0002-2129
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徳之島レンタカー徳之島空港営業所 大島郡 天城町浅間１７７－２ サービス JS-0004-8042

朝日酒造株式会社 大島郡 喜界町湾４４６－１６　 その他 SL-2000-2650

旬房 みやわき 南さつま市 加世田東本町３７－３ 飲食店 JS-0001-0707

寿ダイニング でめきん 南さつま市 加世田本町２４－１　 飲食店 SL-2001-1677

uhana hair 南さつま市 加世田地頭所１６０５－３ サービス JS-0002-8650

レストランバー R フラッグス 南九州市 川辺町平山６８１６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6825

フーズバーアバウト 川辺店 南九州市 川辺町平山６８４６ 飲食店 JS-0005-1964

さくら館 南九州市 知覧町郡１７１５６　 飲食店 SL-2000-9317

博鮓 南九州市 知覧町郡１７２１２－３ 飲食店 JS-0000-5860

金魚鉢 南九州市 知覧町郡４８１０－１８　　 飲食店 ZN-2000-6824

プロエイト 南九州市 川辺町平山５９９２－１ ショッピング JS-0004-5797

オートガレージ 寿 南九州市 川辺町野崎２５９３－１ ショッピング JS-0001-1611

SRCLUB 南九州市 知覧町郡４８５７ ショッピング JS-0000-6068

株式会社知覧茶園 本社工場 南九州市 知覧町西元１４６５５ ショッピング JS-0005-0884

くらもと写真館 南九州市 知覧町郡１２８－２ サービス JS-0003-1730

料理の家むら 日置市 伊集院町下谷口２１２４　　 飲食店 ZN-2000-2986

洋食ハウス グッド・ヒル 日置市 伊集院町郡１２５８－１　 飲食店 SL-2000-5052

アリラン飯店大川 日置市 伊集院町猪鹿倉１－１１－５ 飲食店 JS-0000-3609

和食ダイニング雅流 日置市 伊集院町徳重３－６－１　　 飲食店 PK-0000-1045

やきにく茶屋 和昇 日置市 東市来町湯田２５７３ 飲食店 JS-0001-7778

［HC］有限会社瑞穂商会 日置市 伊集院町下谷口１９１５ ショッピング JS-0001-8351

ビーライン 伊集院店 日置市 伊集院町下谷口２０４５－１０ ショッピング JS-0003-5759

オリーブ専門店ビゴーレ 日置市 伊集院町徳重１－２－１４ ショッピング JS-0004-7779

青山じゅあん 日置市 伊集院町徳重３７１－６　　 ショッピング PK-0000-5185

（有）原田吉蔵商店 日置市 吹上町中原２９３５ ショッピング JS-0003-8217

鹿児島オリーブ 日置市 東市来町湯田１６９２－１　 ショッピング SL-2000-2614

美山陶遊館 日置市 東市来町美山１０５１　 ショッピング SL-2000-4687

HAIR SALON LINOA 日置市 伊集院町郡９７１－１－１０１Ａ サービス JS-0001-7181

なかす 枕崎市 宮田町３４２ 飲食店 JS-0003-1052

枕崎おだし本舗かつ市 枕崎市 東本町７４－１　　 ショッピング PK-0000-2428

児玉ストアー 枕崎店 枕崎市 立神本町１６４　　 ショッピング ZN-2000-6442

粋もん屋彩剛 霧島市 溝辺町麓２８３－１４ 飲食店 JS-0002-0702

飯家 ひさひさ 霧島市 国分中央１－２４－３２ 飲食店 JS-0001-0933

ステーキハウス Freesia 霧島市 国分中央３－１３－１５ 飲食店 JS-0002-6447

魚匠ほどほど 霧島市 国分中央３－２２－２ 飲食店 JS-0004-3853

中国料理 青菜 霧島市 国分中央３－２４－３０ 飲食店 JS-0000-9408

伊太利庵おきどき 霧島市 国分中央３－２８－２１ 飲食店 JS-0003-0167

G・Dreamth 霧島市 国分中央３－２８－２４ 飲食店 JS-0001-4516

浜焼酒場海鮮太郎 霧島市 国分中央３－２８－２７ 飲食店 JS-0004-3844

CAMEL ROAD 霧島市 国分中央３－３４－６－１　２Ｆ 飲食店 JS-0000-1543

赤から霧島店 霧島市 国分中央３－３６－１１　　 飲食店 ZN-0001-4969

手しごと屋 潤 霧島市 国分中央３－３６－１５ 飲食店 JS-0000-8046

炭火焼居酒屋 霧家 霧島市 国分中央３－６－７ 飲食店 JS-0004-3842

沖縄酒楽 やがて 霧島市 国分中央３－７－１１　久保ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7337
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居酒屋 国分 とりや 霧島市 国分中央３－７－２２　ラベンダービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9512

nico 霧島市 国分中央３－８０６－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0124

ちゃんこ霧島 霧島市 国分中央５－８－１８ 飲食店 JS-0002-6154

きりしま畜産 霧島市 国分中央５－８－３０ 飲食店 JS-0003-5204

うなぎの尾方 霧島市 国分福島３－１４－１　 飲食店 SL-2000-8908

お好み焼・鉄板焼おじぎ家 霧島市 国分野口西３０－７４－８　　 飲食店 PK-0000-2777

食彩親 霧島市 国分野口町２－１４　　 飲食店 PK-0000-1373

焼肉本舗 炎山 霧島市 国分野口東５－４ 飲食店 JS-0002-0202

インド料理 BISHNU 霧島店 霧島市 隼人町見次１０１０－３ 飲食店 JS-0003-8133

中国家庭料理担担 霧島市 隼人町見次３２５－１ 飲食店 JS-0000-5677

居食屋 りょう 霧島市 隼人町見次５３０－１　見次パレスビル１０１ 飲食店 JS-0002-6337

ホームメードベーカリー　シナモン 霧島市 牧園町高千穂３５９０－１２４　　 飲食店 PK-0000-6530

ガレージ・エフ 霧島市 溝辺町崎森２５７０－１ ショッピング JS-0001-0452

ビーラインタイヤショップセレクト国分店 霧島市 国分広瀬１－２２－１ ショッピング JS-0002-1789

石野商店 霧島市 国分広瀬２－２８－３３　 ショッピング SL-2000-2282

バイクランド 霧島市 国分清水１－１３－１９ ショッピング JS-0004-6210

みらい薬局本店 霧島市 国分中央１－２５－１７ ショッピング JS-0005-2524

手芸のまきの 国分店 霧島市 国分中央１－２７－３０　 ショッピング SL-2001-1376

スタンス 国分店 霧島市 国分中央３－２１－１５ ショッピング JS-0001-7084

カクイックスウィング 国分営業所 霧島市 国分中央４－２７０５－１ ショッピング JS-0005-0371

バロン PX 店 霧島市 国分福島２－４－１４　　 ショッピング ZN-0002-4275

安全地帯 霧島市 国分福島３－３－３ ショッピング JS-0004-8057

浜崎商店 霧島市 国分福島３－８－２５ ショッピング JS-0000-0668

霧島自販 N’S Factory 霧島市 国分福島３－８－５ ショッピング JS-0000-3017

霧や櫻や 霧島市 国分野口西４５６－１　 ショッピング SL-2000-3716

ナンキュウ 国分営業所 霧島市 国分野口北１－９０ ショッピング JS-0002-8434

洗車工房 隼人店 霧島市 隼人町見次５４５ ショッピング JS-0001-8587

株式会社ホマン商会国分営業所 霧島市 隼人町住吉２５９ ショッピング JS-0005-0587

合同会社一中自動車鈑金塗装工場 霧島市 隼人町住吉２６０７ ショッピング JS-0001-7789

霧島民芸村 霧島市 霧島田口２４５８ ショッピング JS-0001-8990

リテノアレンタカー 霧島市 溝辺町麓１４２３－３ サービス JS-0003-9829

ワンズレンタカー鹿児島空港店 霧島市 溝辺町麓９４７－１ サービス JS-0004-5217

Revos 洗車工房株式会社 霧島市 国分下井１８８４－１ サービス JS-0004-1044

TK THE SALON 霧島市 国分向花町１２－６　 サービス SL-2000-7080

トータルビューティ Lima 霧島市 国分向花町１２－６　 サービス SL-2000-8766

Parmtown kiki 霧島市 国分広瀬２－４－１　フレスポ国分内 サービス JS-0003-5386

TK palju 霧島市 国分松木町１－４３　 サービス SL-2000-8767

NATURE 霧島市 国分中央３－２４－７ サービス JS-0000-0472

トリプルエイチフォーヘアー国分店 霧島市 国分中央３－６－６　１Ｆ サービス JS-0005-8710

Hairs 霧島市 国分中央３－７－３ サービス JS-0001-1443

グランディール 霧島市 国分中央３－９－２０　国分パークプラザ１Ｆ サービス JS-0000-6458

美容室 スパイラル 霧島市 国分中央４－１－２０ サービス JS-0000-2757

hairroomLamp 霧島市 国分中央４－１５－１５ サービス AD-0000-0362

Hair Room Pensee 霧島市 国分中央６－１－８　１Ｆ サービス JS-0001-1932
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サロン ド ボーテ シュシュ 霧島市 国分中央６－３－５３ サービス JS-0000-3005

Cube 霧島市 国分府中町１－５３－５ サービス JS-0001-3504

Cozi hair 霧島市 国分府中町２８－５ サービス SL-2000-7303

bound U 霧島市 国分福島１－２３－２６ サービス JS-0000-9209

アトリエ ミッシェル 霧島市 国分野口西１９－３９－１ サービス JS-0000-3115

Space Be． 霧島市 国分野口西２－３８ サービス JS-0000-0460

CRIARHAIRNiiR 霧島市 隼人町見次１０７２－１ サービス JS-0000-1364

Lamp+ 霧島市 隼人町見次１０８５－３ サービス AD-0001-0000

ほぐし職人の店　りらく 霧島市 隼人町見次５８０－１　　 サービス PK-0000-9026

a：rk 霧島市 隼人町住吉１１５５－１２ サービス JS-0002-8451

ロータス隼人 霧島市 隼人町内１５０３－１　　 サービス PK-0000-1886

acro 霧島市 隼人町姫城１－２５－２Ａ サービス JS-0001-0225

有限会社オートクラフトひめぎ 霧島市 隼人町姫城２－６５ サービス JS-0003-6720

中濱自動車 霧島市 福山町福沢４６９０－５８ サービス JS-0003-3513

パソコンおまかせ隊 霧島市 国分中央１－７－３６ その他 SL-2000-9747

アイアイケンネル 霧島市 隼人町嘉例川２４５５－２ その他 JS-0000-3555


